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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ホストコントローラと、
　少なくとも１つのＵＳＢデバイスと、
　ＵＳＢ上流ポートを通じて前記ＵＳＢホストコントローラに接続される第１デバイスと
、
　ＵＳＢ下流ポートを通じて前記ＵＳＢデバイスに接続される第２デバイスと、
　ハイブリッドリンクを備え、ＵＳＢプロトコルに従って前記第１デバイスと前記第２デ
バイスとの間でデータを転送するように構成されたネットワークと、を有するシステムに
おいて、
　前記ハイブリッドリンクが、前記ＵＳＢ上流ポートと前記ＵＳＢ下流ポートとの間で、
１つ以上のイベントについてパケット化されたライン状態情報を含む少なくとも１つのラ
イン状態情報パケット、および、少なくとも１つのＵＳＢデータパケット、を送信するこ
とによって、前記ＵＳＢプロトコルの内容を送信するように、構成され、
　セットアップ段階において、前記ＵＳＢデバイスからＡＣＫ応答パケットを受信してい
なくても、前記ＵＳＢ上流ポートが推測のＡＣＫ応答パケットを前記ＵＳＢホストコント
ローラに送信することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ハイブリッドリンクが、前記ライン状態情報パケットに従って、前記ネットワーク
を通じてＵＳＢエニュメレーションプロトコル、および、ＵＳＢ一時停止／再開プロトコ
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ルを実行するように、構成され、
　前記ＵＳＢエニュメレーションプロトコルが、ハイスピードエニュメレーションプロト
コル、フルスピードエニュメレーションプロトコル、および、ロースピードエニュメレー
ションプロトコルの１つを有している
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスの少なくとも１つが、DiiVA（ディーバ：　
　Digital Interactive Interface For Video And Audio）デバイスであり、
　前記ネットワークが、DiiVAネットワークであり、
　前記ハイブリッドリンクが、データ送信時間を保証せずに、前記DiiVAネットワークを
通じて双方向マルチプロトコルデータを送信するように、構成されたDiiVA双方向リンク
である
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記イベントが、ライン変更イベント、ＵＳＢリセットイベント、３ミリ秒（ｍｓ）ア
イドルイベント、VBus検出イベント、VBus使用可能イベント、ＵＳＢホスト準備中イベン
ト、キープアライブイベント、FSデバイス準備完了ベント、LSデバイス準備完了イベント
、および、デバイス切断イベント、の少なくとも１つで構成されており、
　前記ライン変更イベントが、SEO（シングルエンドゼロ：Single Ended Zero）イベント
、Ｊステート（J State）イベント、および、Ｋステート（K State）イベント、の少なく
とも１つで構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスが、それぞれ、インターフェースを通じて論
理モジュールに接続されるＵＳＢ PHY (物理層)と、双方向接続を備えマルチプロトコル
　データを運んで共有するために構成された送受信機と、を有している
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記インターフェースが、UTMI（ＵＳＢ 2.0. Transceiver Macrocell Interface）お
よびULPI（UTMI+ Low Pin Interface）の１つで構成されている
ことを特徴とする請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ＵＳＢ上流ポートおよび前記ＵＳＢ下流ポートは、それぞれ、前記ライン状態情報
のすべてをパケット化して送信するように構成された送信ＵＳＢポート、および、インタ
ーフェースを設定して、前記送信ＵＳＢポートの前記ライン状態の動作をエニュメレート
するように構成された受信ＵＳＢポート、のうちの１つである
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスの少なくとも１つが、複数のＵＳＢポートを
有する
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ＵＳＢホストコントローラが、さらに、前記ネットワークを通じて、ＵＳＢフロー
コントロールプロトコル、ＵＳＢ PINGプロトコル、ＵＳＢアドレス管理、および、ＵＳ
Ｂロースピードキープアライブシグナル伝達（ＵＳＢ low speed Keep-Alive signaling
）、の少なくとも１つを行うように、構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ネットワークが、双方向リンクおよび一方向リンクの両方を備えたケーブル、を有
している
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ことを特徴とする請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　第１デバイスを第２デバイスに接続するネットワークを通じてＵＳＢデータと通信する
方法において、
　前記ネットワークにおける双方向ハイブリッドリンクを通じて、前記第１デバイスをＵ
ＳＢホストコントローラに接続するＵＳＢ上流ポートと前記第２デバイスをＵＳＢデバイ
スに接続するＵＳＢ下流ポートとの間で、少なくとも１つのライン状態情報パケットと通
信する工程と、
　前記双方向ハイブリッドリンクを通じて、前記ＵＳＢ上流ポートと前記ＵＳＢ下流ポー
トとの間で少なくとも１つのＵＳＢデータパケットと通信する工程と、
　前記ライン状態情報パケットを用いて、ＵＳＢエニュメレーションおよびＵＳＢ一時停
止／再開操作を行う工程と、を有し、
　前記ライン状態情報パケットが、１つ以上のイベントに関する情報をパケット化し、
　前記ＵＳＢ上流ポートがセットアップパケットを受信し、
　前記ＵＳＢデバイスからＡＣＫ応答パケットを受信していなくても、前記ＵＳＢ上流ポ
ートが推測のＡＣＫ応答パケットを前記ホストコントローラに送信する
ことを特徴とする、第１デバイスを第２デバイスに接続するネットワークを通じてＵＳＢ
データと通信する方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上のイベントが、ライン変更イベント、ＵＳＢリセットイベント、３ミリ秒
（ｍｓ）アイドルイベント、VBus検出イベント、VBus使用可能イベント、ＵＳＢホスト準
備中イベント、キープアライブイベント、FSデバイス準備完了イベント、LSデバイス準備
完了イベント、および、デバイス切断イベント、の少なくとも１つで構成されており、
　前記ライン変更イベントが、SEO（シングルエンドゼロ：Single Ended Zero）イベント
、Ｊステート（J State）イベント、および、Ｋステート（K State）イベント、の少なく
とも１つで構成されている
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークが、DiiVA（ディーバ：Digital Interactive Interface For Video A
nd Audio）ネットワークであり、
　前記双方向ハイブリッドリンクが、データ送信時間を保証することなく、前記DiiVAネ
ットワークを通じて双方向マルチプロトコルデータを送信するように、構成されている
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、ハイスピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記ハイスピードエニュメレーションを実行する方法は、
　ハイスピードＵＳＢデバイスが、前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けられた後、FSデバイ
ス準備完了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートが、VBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ
下流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信して、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｊステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベント
パケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでＪステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベントパ
ケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
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　前記ＵＳＢ上流ポートでK チャープ（K Chirp）を検出すると、Kステートイベントパケ
ット（K State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでSEO Stateを検出すると、SEO Stateイベントパケットを前記Ｕ
ＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートでトグリングK-Jチャープ（toggling K-J Chirps）を検出すると
、前記Kステートイベントパケットおよび前記Ｊステートイベントパケットを前記ＵＳＢ
上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、ハイスピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、フルスピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記フルスピードエニュメレーションを実行する方法は、
　フルスピードＵＳＢデバイスを前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けて、FSデバイス準備完
了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートがVBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ下
流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信して、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｊステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベント
パケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでＪステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベントパ
ケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、フルスピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、ロースピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記ロースピードエニュメレーションを実行する方法は、
　ロースピードＵＳＢデバイスを前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けて、LSデバイス準備完
了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートがVBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ下
流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信し、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｋステート（K State）を検出すると、Kステートイベントパ
ケット（K State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートがＫステート（K State）を検出すると、前記Kステートイベント
パケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、ロースピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
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【請求項１７】
　一時停止および再開を行う工程をさらに有し、
　前記一時停止および再開を実行する方法は、
　３ミリ秒アイドルステート（3 ms Idle State）を検出すると、３ミリ秒アイドルイベ
ントパケット(3 ms Idle event packet)を生成し、前記３ミリ秒アイドルイベントパケッ
トを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前のスピードが、ハイスピードＵＳＢだった場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢ仕
様書およびUTMI仕様書に従って、３ミリ秒アイドルが一時停止状態、または、ＵＳＢリセ
ット状態かをチェックする工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、Ｋステート（K State）を検出した場合、前記ＵＳＢ上流ポ
ートは、Kステートイベントパケット（K State event packet）を生成して、再開状態に
進む工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　非アイソクロナス入力トークン（non-isochronous IN token）で前記双方向ハイブリッ
ドリンクを通じて前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記非アイソクロナス入力トークンで前記双方向ハイブリッドリンクを通じて前記ＵＳ
Ｂデータを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、入力パケットを受信し、前記入力パケットを前記ＵＳＢ下流
ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、前記入力パケットを送信し、前記ＵＳＢデバイスからデータ
パケットまたは応答確認パケットを受信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットを送信し、前記ＵＳＢデバイスからの応
答が利用可能になるまで、ＮＡＫ応答パケットを備えた次の入力パケットをブロックする
工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、前記入力パケットに対してＮＡＫ応答パケットを送信して、前
記ＮＡＫ応答が、前記ＵＳＢ下流ポートから前記ＵＳＢ上流ポートに到達した場合、前記
ＵＳＢ上流ポートは、前記次の入力パケットのブロックを解除し、前記次の入力パケット
を前記下流ポートに送信し、再度、前記入力パケットをＵＳＢデバイスに送信する工程と
、
　前記ＵＳＢデバイスが、データ０またはデータ１のパケットを送信して、前記データ０
またはデータ１のパケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに到達した場合、前記ＵＳＢ下流ポ
ートはＡＣＫ応答パケットで応答し、前記データ０またはデータ１のパケットを前記上流
ポートに送信する工程と、
　前記上流ポートが、次の利用可能な前記入力パケットに対して、前記データ０またはデ
ータ１のパケットを送信する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　非アイソクロナス出力トークン(non-isochronous OUT token)で前記ＵＳＢデータを送
信する工程をさらに有し、
　前記非アイソクロナス出力トークン(non-isochronous OUT token)で前記ＵＳＢデータ
を送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、出力パケット、および、データ０またはデータ１のパケット
を受信し、前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記データ０またはデータ１のパケットが利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポート
は、前記出力パケットをバッファリングし、前記データ０またはデータ１のパケットが利
用可能になった場合には、前記出力パケット、および、前記データ０またはデータ１のパ
ケットを前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートは、出力トランザクションに対して、ＮＡＫ応答パケットを送信
し、前記ＵＳＢ下流ポートからの応答が利用可能になるまで、次の出力パケット、および
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、データ０またはデータ１のパケットを送信しない工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが前記出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットを送信し
、前記ＵＳＢ下流ポートがＮＡＫ応答パケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信した場合、
前記ＵＳＢ上流ポートは、前記次の出力パケット、および、前記データ０またはデータ１
のパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに再度送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＡＣＫ応答パケットを送信した場合、前記ＵＳＢ上流ポートが
、前記次の出力トランザクションに対してＡＣＫ応答を送信する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＵＳＢデバイスは、アイソクロナスＵＳＢデバイスで構成され、
　アイソクロナス入力トークンで前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記アイソクロナス入力トークンで前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
　前記データパケットが、ゼロデータを使用して、状態の数が接続待ち時間に依存する入
力データをパイプライン処理する工程と、
　第１アイソクロナス入力パケットまたは第１マルチプルアイソクロナス入力パケットに
対して、前記ＵＳＢ上流ポートは、１つ以上のゼロデータパケットで応答する工程と、
　前記第１アイソクロナス入力パケットまたは前記第１マルチプルアイソクロナス入力パ
ケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記アイソクロナスＵＳＢデバイスからデー
タ０パケット、データ１パケット、または、データ２パケットを受信する工程と、
　アイソクロナス入力パケットで応答するために、前記データ０パケット、前記データ１
パケット、または、前記データ２パケットをパイプライン処理する工程と、
　前記ＵＳＢホストが、前記アイソクロナス入力パケットを送信することを停止した場合
、最後の残っているデータを破棄する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、データパケットストリームからＵＳＢディスクリプタを監視
してデコードすることにより、どのエンドポイントおよびどのアドレスが、アイソクロナ
スエンドポイントで用いられているかを見つけ出す工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２１】
　アイソクロナス出力トークンで前記双方向ハイブリッドリンクを通じてＵＳＢデータを
送信する工程を、さらに有し、
　前記アイソクロナス出力トークンで前記双方向ハイブリッドリンクを通じてＵＳＢデー
タを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ下流ポートにアイソクロナス出力トランザクションを送信すると共に、前記
ＵＳＢ上流ポートはＵＳＢプロトコルに従って送らない工程と、
　データ０パケット、データ１パケット、データ２パケット、または、Ｍデータパケット
が利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポートが出力パケットをバッファリングする工程
と、
　前記データ０パケット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記
Ｍデータパケットが利用可能なった場合、前記出力パケット、および、前記データ０パケ
ット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記Ｍデータパケット、
を前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、データパケットストリームからＵＳＢディスクリプタを監視
してデコードすることにより、どのエンドポイントおよびどのアドレスが、アイソクロナ
スエンドポイントで用いられているかを見つけ出す工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ＵＳＢ上流ポートが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答す
るように、構成されており、
　ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを送信する工程を、さらに有し、
　前記ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
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　前記ＵＳＢ上流ポートは、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答す
る工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットで応答し、前記ＵＳＢ下流ポートにＰＩ
ＮＧパケットを送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスの応答が利用可能になるまで、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＰＩＮＧ
パケットを送信せずに、ＮＡＫ応答パケットを送信続ける工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＡＣＫ応答パケットで応答した
場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応
答すると共に、次の出力トランザクションに対してＡＣＫ応答で応答し、最後の出力トラ
ンザクションを前記ＵＳＢ下流ポートに送信しない工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答して
、ＮＡＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポー
トは、次のＰＩＮＧパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットを備えたＮＡＫ応答パケットで応答して、前
記ＮＡＫ応答パケットが、ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが
、次のＰＩＮＧパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットを備えたＡＣＫ応答パケットで応答し、前記
ＡＣＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポート
が、次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答する工程と、
　前記次の出力トランザクションが、ＡＣＫ応答パケットで応答する工程と、
　前記出力パケット、および、データ０パケットまたはデータ１パケット、を前記ＵＳＢ
下流ポートに送信して、前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２３】
　以前の出力トランザクションが前記ＵＳＢ上流ポートの前にない場合、ＵＳＢ ＰＩＮ
Ｇパケットを使用して、前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを使用して、前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットで応答し、ＰＩＮＧパケットを前記ＵＳ
Ｂ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスからの応答が利用可能になるまで、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＰＩ
ＮＧパケットを送信せずに、ＮＡＫ応答パケットを送り続ける工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答し、ＡＣ
Ｋ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが、
次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答すると共に、次の出力トランザ
クションに対してＡＣＫ応答で応答する工程と、
　前記出力パケット、および、データ０パケットまたはデータ１パケット、を前記ＵＳＢ
下流ポートに送信する工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ネットワークでＵＳＢアドレス管理を行う工程をさらに有し、
　前記ネットワークでＵＳＢアドレス管理を行う工程は、
　ＵＳＢリセットが、前記ＵＳＢ上流ポートで検出された後、前記ＵＳＢ上流ポートは、
ＵＳＢアドレスを備えたパケットだけを受け入れる工程と、
　セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求（SET ADDRESS standard ＵＳＢ device reque
st）を監視しデコードすることにより、前記ＵＳＢ上流ポートが、どのＵＳＢアドレスが
、前記ＵＳＢ下流ポートで前記ＵＳＢデバイスに割り当てられているのかを認識する工程
と、
　前記セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求を検出した後、前記上流ポートは、前記セ
ットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求で割り当てられた新しいＵＳＢアドレスを備えたパ
ケットで応答だけする工程と、



(8) JP 5663037 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

　前記ＵＳＢリセットが割り当てられたＵＳＢアドレスをゼロにリセットし、前記セット
アドレス標準ＵＳＢデバイス要求を再度待つ工程と、を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ネットワークでＵＳＢキープアライブシグナル伝達（USB Keep-Alive signaling）
を行う工程さらに有し、
　前記ネットワークでＵＳＢキープアライブシグナル伝達を行う工程は、
　ロースピードＵＳＢエニュメレーションが終了した後、前記ＵＳＢ上流ポートが、ライ
ン状態を監視することを開始する工程と、
　前記ライン状態の最初の変化が、検出されると、最初のキープアライブシグナル伝達で
あると見なす工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、T＿KEEP＿ALIVEに対して内蔵タイマーを設定して、前記設定
した期間が終了すると、前記ＵＳＢ上流ポートが、ライン状態が再度トグリング状態であ
るかどうかを監視し、キープアライブ（Keep-Alive）を検出すると、キープアライブイベ
ントパケット（Keep Alive event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
を有する
ことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記T＿KEEP＿ALIVEが、約０．９５ミリ秒～約０．９９ミリ秒の間で設定されることを
特徴とする請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００８年３月２７日に出願された「映像および音声用双方向デジタルイン
タフェース（ＤＩＶＡ）（Bi-Directional Digital Interface For Video And Audio (DI
VA)）」と称する米国特許出願第１２／０５７，０５１号、および、２００９年１２月１
１日に提出された「映像および音声用デジタルインタフェースへの電源供給（ＤｉｉＶＡ
）（Power Delivery Over Digital INTERFACE FOR VIDEO AND AUDIO (DiiVA)）」と称す
る米国特許出願第１２／６３６，０６３号に関する。
【背景技術】
【０００２】
　DiiVA（ディーバ：Digital Interactive Interface For Video And Audio）は、非圧縮
のハイビジョン映像、多重チャネル音声、および、双方向データを１つのケーブルで送信
可能にする双方向音声／映像インターフェースである。一方向映像チャネルに加えて、Di
iVAは、音声データ、制御データ、イーサネット（登録商標）データ、バルクデータのよ
うな多種多様なデータを送信可能とする双方向ハイブリッドデータチャネルを実現する。
【０００３】
　ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）の仕様は、さまざまなデバイスとパソコンの
ようなホストコントローラとの間の通信を行うために、広く用いられている。また、ＵＳ
Ｂは、シリアルポートおよびパラレルポートのような予め実行される多くのインターフェ
ースに代わるものとして、現在用いられている。
【０００４】
　DiiVAのようなネットワークを通じてＵＳＢデータを確実に転送するための方法および
システムが、必要とされている。
【発明の概要】
【０００５】
　図面は例示可能な実施形態を開示する。これらが、すべての実施形態を明らかにするも
のではなく、他の実施形態が追加または代替で用いられる。同じ参照番号が異なる図面に
現れる場合は、同じまたは同様の構成要素またはステップを参照するものである。
【図面の簡単な説明】
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【０００６】
【図１】本発明の一実施形態においてDiiVAネットワークに接続されるＵＳＢの１つの例
を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態においてDiiVAネットワーク上でＵＳＢデータを通信するた
めに構成されたシステムのブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態においてＵＳＢのターンアラウンドタイムの制約を示す図で
ある。
【図４Ａ】本発明の一実施形態においてハイブリッドリンクＵＳＢパケットの１つの例を
示す図である。
【図４Ｂ】図３に示すハイブリッドリンクＵＳＢパケットのSSINFOフィールドを示すテー
ブルである。
【図５】本発明の一実施形態においてハイスピードＵＳＢエニュメレーションの１つの例
を示す概略図である。
【図６】本発明の一実施形態においてDiiVAＵＳＢでコントロール転送の１つの例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本開示では、一方向リンクだけでなく双方向ハイブリッドリンクを含むDiiVAのような
ネットワークを通じて、ＵＳＢデータ転送およびマルチメディアデータ転送に関する方法
およびシステムが、開示される。DiiVAは、１つのケーブルで非圧縮ハイビジョン映像、
多重チャネル音声、高帯域幅データ、および、双方向データを転送することが可能な双方
向音声／映像インターフェースである。特に、DiiVAは、音声データ、制御データ、バル
クデータ、および、ステータス情報を運ぶことが可能な双方向ハイブリッドリンクを実現
する。また、DiiVAは、非圧縮映像画素データおよび同期を運ぶための専用の一方向映像
リンクを有する。
【０００８】
　ある実施形態では、DiiVAケーブルは、４つのツイストペアを有する。４つのうち１つ
は、ハイブリッドリンクであり、残りの３つは、一方向映像リンクである。DiiVAは、ユ
ーザが、デジタルＴＶまたは他のDiiVAノードから複数の家庭用電子機器（例えば、ＤＶ
Ｄプレーヤ、デジタルビデオレコーダ、セットアップボックス、パーソナルコンピュータ
、カムコーダ、カメラ、および、ホームステレオシステムなど、但しこれらに限定されな
い）を接続したり、構成したり、制御したりすること可能にする。
【０００９】
　ＵＳＢに関する詳細は、「ＵＳＢ２．０の仕様書」や「ＵＳＢ３．０の仕様書」のよう
な参考文献を利用することが可能である。それらの仕様書は、インターネットを通じて公
衆に利用可能であり、それらの内容は本明細書に組み込まれる。
【００１０】
　本開示で明らかにされる技術は、１つのケーブルで一方向データ転送および双方向デー
タ転送の両方の機能を有する他の様々なシステム（DiiVA以外のシステム）において、マ
ルチメディアデータ転送およびネットワーク管理で用いることができる。
【００１１】
　例示する実施形態について、以下に説明する。他の実施形態は、追加または代替で用い
ることが可能である。
【００１２】
　図１は、DiiVAネットワークでＵＳＢ接続の１つの例を概略的に示す図である。図１に
示すように、本開示のある実施形態において、１つ以上のDiiVAハイブリッドリンクが、D
iiVAネットワーク１０を通じてＵＳＢ接続を広げるために役立つ。本開示で記載されてい
る方法およびシステムを用いることは、DiiVAにおけるＵＳＢが、DiiVAネットワーク１１
０を通じて、ＵＳＢホスト１２０を少なくとも１つのＵＳＢデバイス１３０に途切れなく
接続させることができる。また、DiiVAネットワーク１１０は、ＵＳＢホスト１２０とＵ
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ＳＢデバイス１３０との間でＵＳＢケーブルだけであるかのように、機能することができ
る。つまり、DiiVAネットワークは、全体として、ＵＳＢデバイス１３０を含んでおり、
ＵＳＢケーブルおよびＵＳＢ上流ポート（すなわち、上流に位置するＵＳＢポート）を通
じてＵＳＢホスト１２０に接続されるＵＳＢデバイス１３０のみであるかのように、機能
する。
【００１３】
　図２は、本発明の一実施形態におけるDiiVAネットワーク２１０上でＵＳＢデータと通
信するように構成されたシステム２００の概略ブロック図である。システム２００は、Ｕ
ＳＢ接続を通じて、少なくとも１つのＵＳＢデバイス２３０（例えば、ウェブカメラやメ
モリスティック）に接続されるＵＳＢホストコントローラ２２０（例えば、パーソナルコ
ンピュータ）、を有する。ＵＳＢ接続は、２つのDiiVAデバイス、すなわち、DiiVAデバイ
スA（図２の参照番号２０５で示す）およびDiiVAデバイスB（図２の参照番号２０６で示
す）を必要とする。一方のDiiVAデバイスＡが、ＵＳＢホスト２２０に接続され、他方のD
iiVAデバイスＢが、ＵＳＢデバイス２３０に接続されている。
【００１４】
　図２に示す実施形態では、ＵＳＢホスト２２０が、DiiVAデバイスA２０５のＵＳＢ上流
ポート２２５に接続されており、また、ＵＳＢデバイス２３０が、DiiVAデバイスB２０６
のＵＳＢ下流ポート２２６に接続されている。通常、図２に示すように、DiiVAデバイス
は、複数のＵＳＢ上流ポートまたは複数のＵＳＢ下流ポートを有することができる。すな
わち、システム２００は、ＵＳＢ上流ポート２２５を介してＵＳＢホストコントローラ２
２０に接続される第１DiiVAデバイス２０５と、ＵＳＢ下流ポート２２６を介してＵＳＢ
デバイス２３０に接続される第２DiiVAデバイス２０６と、２つのDiiVAデバイス２０５、
２０６を接続するDiiVAネットワーク２１０と、を有する。
【００１５】
　DiiVAネットワーク２１０は、少なくとも１つの双方向DiiVAハイブリッドリンク２４０
を有し、ＵＳＢプロトコルに従って第１DiiVAデバイス２０５と第２DiiVAデバイス２０６
との間のリンクを通じてデータを転送する。
【００１６】
　DiiVAネットワーク２１０における要素は、ハイブリッドリンク２４０と、第１DiiVAデ
バイス２０５と、第２DiiVAデバイス２０６と、を有する。また、それら要素は、本明細
書に記載されている機能を実行するように構成された処理装置や制御装置のようなハード
ウェアを有する。なお、ここで述べた要素に限定されない。
【００１７】
　ネットワーク２１０は、ＵＳＢプロトコルの内容を送って、ＵＳＢホストコントローラ
２２０に応答する。ＵＳＢプロトコルの内容は、ＵＳＢ上流ポート２２５とＵＳＢ下流ポ
ート２２６との間で、少なくとも１つのライン状態情報パケット（line state informati
on packet）、および、少なくとも１つのＵＳＢデータパケットを、ハイブリッドリンク
２４０を通じて送信することにより、送られる。
【００１８】
　第１、第２DiiVAデバイス２０５、２０６は、それぞれ、インターフェース２３６を介
して論理モジュール２３４に接続されるＵＳＢ物理層(ＵＳＢ ＰＨＹ)２３２を有する。
論理モジュール２３４は、双方向接続を有し、複数のプロトコルデータを運んで共有する
ように構成される送受信機であってもよい。ある実施形態では、インターフェース２３６
は、UTMI（ＵＳＢ 2.0. Transceiver Macrocell Interface）またはULPI （UTMI+ Low Pi
n Interface）である。他の実施形態では、UTMIまたはULPI以外のインターフェースを用
いることもできる。
【００１９】
　通常、ＵＳＢプロトコルは、ライン状態情報またはD＋およびD－の状態に依存し、ター
ンアラウンドタイム（turn-around time）およびケーブルの長さの制約を有する。しかし
ながら、DiiVAネットワークは、送信時間を保証しないので、長い時間がかかる。
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【００２０】
　図３は、本発明の一実施形態において、ＵＳＢでそのようなターンアラウンドタイム制
約を説明する図である。ＵＳＢプロトコルは、バスターンアラウンドタイム（bus turn-a
round time limitation）制限を定義する。応答が、所定の時間内に到達しなかった場合
には、それはエラーとして見なされる。しかしながら、DiiVAプロトコル自体は、ハイブ
リッドリンクパケット遅延を保証していない。この制約を解決するために、DiiVAにおけ
るＵＳＢは、バルク転送／コントロール転送／インタラプト転送に対してＮＡＫ応答を備
えたＵＳＢフローコントロールプロトコル（ＵＳＢ flow-control protocol）を、使用す
る。
【００２１】
　ＵＳＢプロトコルは、ターンアラウンドタイムの最小期間および最大期間と、インター
パケット遅延（inter-packet delay）と、の両方を定義する。最小期間は、ＵＳＢデータ
パケットをバッファリングすることによって制御することができる。しかしながら、最大
期間は、DiiVAネットワークが、固有のネットワーク遅延を有し、また、インターパケッ
ト遅延を保証していないので、簡単に行うことはできない。この問題は、２つの状態のと
きにバスターンアラウンドタイミングに影響を及ぼす。図３に示すように、１つは、ＵＳ
Ｂホストが待機しているとき、もう１つは、ＵＳＢデバイスが待機しているときである。
【００２２】
　本開示では、ＵＳＢのDiiVA特有のプロトコルが、それら制約を解決することが記載さ
れている。実施形態では、ライン状態エミュレーション、フローコントロール機構、およ
び、推測のＡＣＫ応答／ＮＡＫ応答の制約は、ない。それらプロトコルを使用することに
よって、任意のＵＳＢホストと任意のＵＳＢデバイスとのニ地点間接続が、DiiVAネット
ワークを通じで行うことができる。また、複数の二地点間接続は、DCL管理下で行うこと
が可能である。
【００２３】
　ＵＳＢライン状態情報（ＵＳＢ line state information）は、ＵＳＢホストとＵＳＢ
デバイスとが物理的に接続されているときにだけ、利用できる。図２に示すように、DiiV
Aネットワーク２１０、ＵＳＢホスト２２０、および、ＵＳＢデバイス２３０、が直接接
続されていない場合には、ライン状態情報は、容易に利用することはできない。
【００２４】
　DiiVAでは、すべてのライン状態情報および汎用ＵＳＢパケットが、ハイブリッドリン
クパケットの形式で送られる。本開示の実施形態では、UTMI（またはULPI）インターフェ
ース２６０で、ＵＳＢホスト２２０およびＵＳＢデバイス２３０の一方のライン状態情報
が、ハイブリッドリンクＵＳＢパケットによって、DiiVAネットワーク２１０上における
ＵＳＢホスト２２０およびＵＳＢデバイス２３０の他方に送られる。ハイブリッドリンク
２４０を介して送られたライン状態情報パケットは、１つ以上のイベントに関してパケッ
ト化されたライン状態情報を含んでいる。
【００２５】
　図４Aは、本発明の一実施形態において、そのようなハイブリッドリンクＵＳＢパケッ
ト４００の例を示した図である。送信元情報および送信先情報、例えば、正確なＵＳＢポ
ートは、CH＿ID情報とサービスID情報との組合せで、特定することができる。
【００２６】
　送信元情報および送信先情報以外では、ハイブリッドリンクＵＳＢパケットが、様々な
ＵＳＢの関連する情報を含む。ハイブリッドリンクＵＳＢパケットのSSINFOフィールドは
、この情報を運ぶ。図４Ｂは、図４Ａに示されたハイブリッドリンクＵＳＢパケットのSS
INFOフィールドの情報を含むライン状態イベントを示すテーブルである。
【００２７】
　図４Ｂに示すテーブルでは、先頭の文字UU＿は、ＵＳＢ上流対向ポートからＵＳＢ下流
対向ポートへのパケット方向を示し、先頭の文字UD＿は、その逆方向を示す。図４Bに示
されるＪステート（J State）およびＫステート（K State）の定義は、ＵＳＢ２．０の仕
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様書に記載のフルスピード（Full-speed）ＵＳＢに従う。１６ビットと２７ビットとの間
のアドレスおよびエンドポイントフィールド（Endpoint fields）は、汎用ＵＳＢパケッ
トのＵＳＢアドレス(ＵＳＢ address)およびＵＳＢエンドポイント（ＵＳＢ endpoint）
を示す。
【００２８】
　図４Aおよび図４Bに記載されているライン状態情報パケットを使用することにより、Ｕ
ＳＢエニュメレーション（ＵＳＢ enumeration）、ＵＳＢ一時停止（suspend）／再開（r
esume）、および、フローコントロールのような操作が、DiiVAネットワーク上で行うこと
ができる。図２に示すシステム２００では、送信ＵＳＢポートが、すべてのライン状態情
報をパケット化し、パケット化された情報を受信ＵＳＢポートに送信する。受信ＵＳＢポ
ートは、送信ＵＳＢポートのライン状態動作をエニュメレートするために、UTMIまたはUL
PIインターフェースを設定する。
【００２９】
　ある実施形態では、ＵＳＢ上流ポート２２５が送信ＵＳＢポートであり、ＵＳＢ下流ポ
ート２２６が受信ＵＳＢポートである。別の実施形態では、ＵＳＢ上流ポート２２５が受
信ＵＳＢポートであり、ＵＳＢ下流ポート２２６が送信ＵＳＢポートである。
【００３０】
　ＵＳＢのエニュメレーションは、どのデバイスがバスに接続されていて、どのパラメー
タ（例えば、消費電力やエンドポイントの数など）が必要なのかを、決定する処理である
。ＵＳＢデバイスが、最初にＵＳＢホストに接続されると、ＵＳＢデバイスのエニュメレ
ーション処理が開始する。ＵＳＢホストは、そのデバイスに固有のアドレスを割り当てて
、そのデバイスがバスのデータを転送することができるような構成に設定する。
【００３１】
　図５は、本発明の一実施形態において、DiiVAネットワークでハイスピードＵＳＢ（Hig
h-speed ＵＳＢ）のエニュメレーションを実行する方法５００の１つの例を示した概略図
である。
【００３２】
　この実施形態では、ハイスピードＵＳＢデバイスは、ステップ５１０（すなわち、ＵＳ
Ｂデバイス取付）に示されているように、ＵＳＢ下流ポート５１５に取り付けられる。そ
の後、UD＿FS＿DEVICE＿READYパケット５１８が、ＵＳＢ上流ポート５１６に送信される
。ＵＳＢホストは、ステップ５２０（すなわち、ＵＳＢホストプラグイン）に示されてい
るように、プラグインされる。ＵＳＢ上流ポート５１６でVBusアサーションが検出される
と、ＵＳＢ上流ポート５１６は、UU＿VBSU＿DELETCT５２４をＵＳＢ下流ポート５１５に
送信し、ＵＳＢ下流ポート５１５は、ステップ５２５（VBUSアサート停止）に示されてい
るように、VBusのアサート停止をする。
【００３３】
　ＵＳＢ上流ポート５１６は、UU＿VBUS＿ENABLE 532をＵＳＢ下流ポート５１５に送信す
る。ＵＳＢ下流ポート５１５は、ステップ５２２（VBUSアサーション）に示すように、Bu
sをアサートする。ＵＳＢ下流ポート５１５は、ステップ５３４でＪステート（J State）
を検出すると、UD＿J＿STATE５３６をＵＳＢ上流ポート５１６に送信する。ＵＳＢ上流ポ
ート５１６は、ステップ５４０で、ＵＳＢホストからＵＳＢリセットを検出すると、UU＿
ＵＳＢ＿REST５４２をＵＳＢ下流ポート５１５に送信する。
【００３４】
　その後、ＵＳＢ下流ポート５１５が、ステップ５４６でKチャープ（K chirp）を検出す
ると、UD＿K＿STATE 544をＵＳＢ上流ポート５１６に送信する。また、ＵＳＢ下流ポート
５１５が、SE0 stateを検出すると、UD＿SEO＿STATE548をＵＳＢ上流ポート５１６に送信
する。
【００３５】
　ステップ５５０では、トグリングK-Jチャープ（toggling K-J Chirps）が検出されると
、UU＿K＿STATE 552およびUU＿J＿STATE 544が、ＵＳＢ下流ポート５１５に送信される。
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最終的に、ステップ５６０で、SOFがＵＳＢホストから検出されると、ハイスピードエニ
ュメレーション（high-speed enumeration）が終了する。
【００３６】
　本発明の他の実施形態では、ＵＳＢフルスピードエニュメレーション（ＵＳＢ Full Sp
eed enumeration）および／またはＵＳＢロースピードエニュメレーション（ＵＳＢ Low 
Speed enumeration）が行われる。それらの実施形態では、フルスピードエニュメレーシ
ョンは、フルスピードＵＳＢデバイスをＵＳＢ下流ポートに取り付けて、FSデバイス準備
完了イベントパケット（FS Device Ready event packet）を上流UBSポートに送信する工
程と、ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、バスがアサートされると、上流UBSポー
トは、バス検出イベントパケット（Bus detect event packet）をＵＳＢ下流ポートに送
信し、ＵＳＢ下流ポートのバスをアサート停止する工程と、上流UBSポートが、バス使用
可能イベントパケット（Bus Enable event packet）をＵＳＢ下流ポートに送信して、Ｕ
ＳＢ下流ポートがバスをアサートする工程と、ＵＳＢ下流ポートがＪステート（J State
）を検出すると、Ｊステートイベントパケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ上
流ポートに送る工程と、前記上流UBSポートがＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセ
ットを検出すると、ＵＳＢリセットイベントパケット（ＵＳＢ Reset event packet）を
前記下流ＵＳＢポートに送信する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートでＪステートを検出する
と、Ｊステートイベントパケット（J State Event packet）をＵＳＢ下流ポートに送る工
程と、ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、フルスピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する。
【００３７】
　また、ロースピードエニュメレーションで構成されるＵＳＢエニュメレーションにおい
て、前記ロースピードエニュメレーションを実行する方法は、ロースピードＵＳＢデバイ
スを前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けて、LSデバイス準備完了イベントパケット（LS Dev
ice Ready event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢホスト
コントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上流ポートがVBus検出
イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ下流ポートでアサート
を停止する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳ
Ｂ下流ポートに送信し、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、前記ＵＳ
Ｂ下流ポートが、Ｋステート（K State）を検出すると、Kステートイベントパケット（K 
State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢ上流ポート
が、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出すると、ＵＳＢリセットイ
ベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートがＫス
テート（K State）を検出すると、前記Kステートイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポー
トに送信する工程と、前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、ロースピードエ
ニュメレーションを終了する工程と、を有する。
【００３８】
　他の実施形態では、ＵＳＢ一時停止および再開の操作を行うことが可能である。ＵＳＢ
一時停止および再開は、３ミリ秒アイドルステート（3 ms Idle State）を検出すると、
３ミリ秒アイドルイベントパケット(3 ms Idle event packet)を生成し、前記３ミリ秒ア
イドルイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前のスピードが、ハ
イスピードＵＳＢだった場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢ仕様書およびUTMI仕様書
に従って、３ミリ秒アイドルが一時停止状態、または、ＵＳＢリセット状態かをチェック
する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートが、Ｋステート（K State）を検出した場合、前記Ｕ
ＳＢ上流ポートは、Kステートイベントパケット（K State event packet）生成して、再
開状態に進む工程と、を有する。
【００３９】
　入力が、バスの最大ターンアラウンドタイム内で実行された後、入力トランザクション
（IN transaction）中、ＵＳＢホストは、データパケットまたは応答確認を求める。出力
トランザクション（OUT transaction）は、出力／セットアップおよびデータが送信され
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た後、応答確認で同じ制約を必要とする。ＵＳＢホスト側でこの問題を解決するために、
DiiVAデバイスにおけるＵＳＢ上流対向ポートは、本発明の一実施形態において、図６に
示すフローコントロール機構でＮＡＫ応答を使用する。
【００４０】
　セットアップ段階６１０では、ＵＳＢ上流ポート６２５は、セットアップ（SETUP）を
受信すると、セットアップＵＳＢパケット（SETUP ＵＳＢ packet）をＵＳＢ下流ポート
６２６に送信する。ＵＳＢ下流ポート６２６は、次のデータ（next DATA）がＵＳＢ下流
ポートで利用可能になるまで、このセットアップをバッファリングする。一方、ＵＳＢデ
バイスからのＡＣＫ応答が利用できない場合でも、ＵＳＢ上流ポート６２５は、推測のＡ
ＣＫ応答を送る。データがＵＳＢ下流ポート６２６に到達したとき、ＵＳＢ下流ポート６
２６は、セットアップおよびデータを送信することを開始し、ＡＣＫ応答を受信する。
【００４１】
　データ／ステータス段階６２０では、入力トランザクションおよび出力トランザクショ
ンが以下のように行われる。ＵＳＢ上流ポート６２５は、入力を受信してその入力をＵＳ
Ｂ下流ポート６２６に送信する。ＵＳＢ下流ポート６２６は、入力を送信し、ＵＳＢデバ
イスから応答を取得する。一方、ＵＳＢ上流ポート６２５は、データまたは応答確認がＵ
ＳＢデバイスから入手可能になるまで、入力（ＩＮ）または出力データ（ＯＵＴ／ＤＡＴ
Ａ）に対してＮＡＫ応答を最初に送信する。
【００４２】
　ＵＳＢデバイス側では、ＵＳＢデバイスが入力または出力データに対してＮＡＫ応答を
送信して、ＮＡＫ応答がＵＳＢ下流ポート６２５に到達した場合、ＵＳＢ上流ポート６２
５は、次に来る入力または出力データを非ブロック化して、それをＵＳＢ下流ポート６２
６に送る。つまり、ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢホストに対しての応答確認であるＮＡＫ
応答と共にその入力または出力データをＵＳＢデバイスに送る。ＵＳＢデバイスが、入力
のデータ、または、出力データのＡＣＫ応答を送って、その入力のデータ、または、出力
データのＡＣＫ応答が、ＵＳＢ上流ポート６２５に到達した場合、ＵＳＢ下流ポート６２
６は、入力トランザクションに対してＡＣＫ応答で応答し、入力のそのデータ、または、
出力データのＡＣＫ応答をＵＳＢ上流ポート６２５に送る。ＵＳＢ上流ポート６２５は、
利用可能な次の入力のデータ、または、利用可能な次の出力データのＡＣＫ応答を送信す
る。
【００４３】
　ＵＳＢ上流ポート６２５は、セットアップおよびデータを受信することが必要され、ま
た、ＵＳＢの仕様に従ってＡＣＫ応答で応答するので、ＵＳＢ上流ポート６２５は、セッ
トアップのトランザクションに対してＡＣＫ応答で常に応答する。
【００４４】
　ＵＳＢ下流ポート６２６は、出力／セットアップ（ＯＵＴ／ＳＥＴＵＰ）とデータとの
間のインターパケットディレイ（inter-packet delay）を保証するために、次のデータが
ＵＳＢ下流ポート６２６で利用可能となるまで、出力（ＯＵＴ）またはセットアップ（Ｓ
ＥＴＵＰ）をバッファリングする。
【００４５】
　ＵＳＢは、アイソクロナス転送、インタラプト転送、バルク転送、コントロール転送と
いったような多種多様なデータ転送をサポートしている。アイソクロナス転送は、保証さ
れたデータ転送速度で行われるが、リアルタイム音声や映像といったような考えられるデ
ータの損失が生じる。インタラプト転送は、保証された簡単な応答（限界待ち時間）を必
要とする、ポインティングデバイスやキーボードのようなデバイスで用いられる。バルク
転送は、大量の突発的な転送であり、残っている利用可能な帯域すべてを使用するが、フ
ァイル転送のような帯域または待ち時間の保証は有していない。コントロール転送は、一
般的に短い時間で、デバイスに対するシンプルなコマンド、および、バスコントロールパ
イプメンバー０（bus control pipe number 0）で使用されるステータス応答で用いられ
る。
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【００４６】
　フローコントロール機構を用いる代わりに、入力または出力データに対してＮＡＫ応答
を送信することによって、アイソクロナス転送は、ゼロデータを使用し、入力トランザク
ションスキーム（IN transaction scheme）をパイプライン処理する。最初の複数のアイ
ソクロナス入力に対して、ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢの仕様において妥当なゼロデータ
で応答する。この最初の入力は、ＵＳＢ下流ポートに送られ、アイソクロナスＵＳＢデバ
イスからデータを取得する。この最初のデータは、そのデータがＵＳＢ上流モジュールに
到達した際に、次のアイソクロナス入力に応答するために用いられる。このように、ＵＳ
Ｂホストは、ＵＳＢデバイスから、遅延されパイプライン化されたアイソクロナスデータ
を受信する。
【００４７】
　ＵＳＢホストが、アイソクロナス入力の送信を停止した場合、最後に残っているデータ
パケットは、破棄される。
【００４８】
　アイソクロナス出力トランザクション（isochronous OUT transaction）は、ＮＡＫ応
答なしで、ＵＳＢ下流ポートに送られる。出力とデータとの間のインターパケットディレ
イは、データがＵＳＢ下流ポートで利用可能になるまで、出力をバッファリングすること
によって、維持される。
【００４９】
　ＮＡＫ応答レスポンスなしでアイソクロナス入力に対して適切に応答するために、ＵＳ
Ｂ上流ポートは、どのＵＳＢアドレスおよびＵＳＢエンドポイントが、アイソクロナス転
送で用いられるかを、知るべきである。この情報を得るために、DiiVA ＵＳＢは、ＵＳＢ
デバイスからディスクリプタ（記述子）をデコードする機能を有する。
【００５０】
　デコーディングディスクリプタは、ハイブリッドリンクUBSパケットを分析することに
よって、実行することができる。あるいは、ＵＳＢ下流ポートが、ＵＳＢ上流ポートとＵ
ＳＢ下流ポートとが接続する前に、エニュメレートして、そのディスクリプタをＵＳＢデ
バイスから読み出しする機能を有するＵＳＢホスト、を有していてもよい。ディスクリプ
タデコーディング方法は、実装依存であり、他の実装が可能である。
【００５１】
　ＵＳＢの仕様によれば、高帯域アイソクロナス入力エンドポイントは、データサイズに
基づいて、データPIDシーケンス（data PID sequencing）をサポートしなければならない
。アイソクロナスＵＳＢデバイスからのデータサイズは、変化するので、マイクロフレー
ムごとの入力数が、フレーム毎で異なる。したがって、ＵＳＢ上流ポートからＵＳＢ下流
ポートにアイソクロナス入力を送る簡単な装置は、ＵＳＢの仕様を満たすことができない
。
【００５２】
　DiiVAＵＳＢは、以下の方法で、高帯域アイソクロナス入力エンドポイントをサポート
している。マイクロフレームごとに最初のアイソクロナス入力だけが、送られる。ＵＳＢ
下流ポートが、アイソクロナス入力のデータを受信した場合、ＵＳＢ下流ポート自体が、
データPID（DATA PID）に基づいて、どれぐらい入力を送信する必要があるかを決める。
最初のデータPIDが、データ０（ＤＡＴＡ０）だった場合、ＵＳＢ下流ポートは、上述の
パイプライン化されたアイソクロナス転送スキームのように、動作する。最初のデータPI
Dが、データ２（ＤＡＴＡ２）だった場合、ＵＳＢ下流ポートは、同じマイクロフレーム
で２つの同じ入力を生成する。最初のデータPIDが、データ１（DATA１）だった場合、Ｕ
ＳＢ下流ポートは、１つの同じ入力を生成する。ＵＳＢ上流ポートは、高帯域アイソクロ
ナスエンドポイントでフレームごとに最大のデータサイズを収容するために十分なバッフ
ァを有するべきである。
【００５３】
　ある実施形態では、アイソクロナス入力トークンでハイブリッドリンクを通じて、ＵＳ
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Ｂデータを送信する方法は、前記データパケットが、ゼロデータを使用して、状態の数が
接続待ち時間に依存する入力データをパイプライン処理する工程と、第１アイソクロナス
入力パケットまたは第１マルチプルアイソクロナス入力パケットに対して、前記ＵＳＢ上
流ポートは、１つ以上のゼロデータパケットで応答する工程と、前記第１アイソクロナス
入力パケットまたは前記第１マルチプルアイソクロナス入力パケットを前記ＵＳＢ下流ポ
ートに送信して、前記アイソクロナスＵＳＢデバイスからデータ０パケット、データ１パ
ケット、または、データ２パケットを受信する工程と、アイソクロナス入力パケットで応
答するために、前記データ０パケット、前記データ１パケット、または、前記データ２パ
ケットをパイプライン処理する工程と、前記ＵＳＢホストが、前記アイソクロナス入力パ
ケットを送信することを停止した場合、最後の残っているデータを破棄する工程と、前記
ＵＳＢ上流ポートが、データパケットストリームからＵＳＢディスクリプタを監視してデ
コードすることにより、どのエンドポイントおよびどのアドレスが、アイソクロナスエン
ドポイントで用いられているかを見つけ出す工程と、を有する。
【００５４】
　ある実施形態では、アイソクロナス出力トークンでハイブリッドリンクを通じてＵＳＢ
データを送信する方法は、前記ＵＳＢ下流ポートにアイソクロナス出力トランザクション
を送信すると共に、前記ＵＳＢ上流ポートはＵＳＢプロトコルに従って送らない工程と、
データ０パケット、データ１パケット、データ２パケット、または、Ｍデータパケットが
利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポートが出力パケットをバッファリングする工程と
、前記データ０パケット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記
Ｍデータパケットが利用可能なった場合、前記出力パケット、および、前記データ０パケ
ット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記Ｍデータパケット、
を前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートが、データパケットスト
リームからＵＳＢディスクリプタを監視してデコードすることにより、どのエンドポイン
トおよびどのアドレスが、アイソクロナスエンドポイントで用いられているかを見つけ出
す工程と、を有する。
【００５５】
　本開示では、ＵＳＢデータの非アイソクロナス転送が、DiiVA固有のプロトコルを用い
て行われる。ある実施形態では、ＵＳＢデータは、非アイソクロナス入力トークン（non-
isochronous IN token）で送られる。非アイソクロナス入力トークンでハイブリッドリン
クを通じてＵＳＢデータを送信する工程は、前記ＵＳＢ上流ポートが、入力パケットを受
信し、前記入力パケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢ下流ポー
トが、前記入力パケットを送信し、前記ＵＳＢデバイスからデータパケットまたは応答確
認パケットを受信する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットを送信し、
前記ＵＳＢデバイスからの応答が利用可能になるまで、ＮＡＫ応答パケットを備えた次の
入力パケットをブロックする工程と、前記ＵＳＢデバイスが、前記入力パケットに対して
ＮＡＫ応答パケットを送信して、前記ＮＡＫ応答が、前記ＵＳＢ下流ポートから前記ＵＳ
Ｂ上流ポートに到達した場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、前記次の入力パケットのブロッ
クを解除し、前記次の入力パケットを前記下流ポートに送信し、再度、前記入力パケット
をＵＳＢデバイスに送信する工程と、前記ＵＳＢデバイスが、データ０またはデータ１の
パケットを送信して、前記データ０またはデータ１のパケットが、前記ＵＳＢ上流ポート
に到達した場合、前記ＵＳＢ下流ポートはＡＣＫ応答パケットで応答し、前記データ０ま
たはデータ１のパケットを前記上流ポートに送信する工程と、前記上流ポートが、次の利
用可能な前記入力パケットに対して、前記データ０またはデータ１のパケットを送信する
工程と、を有する。
【００５６】
　ある実施形態では、ＵＳＢデータが、非アイソクロナス出力トークン(non-isochronous
 OUT token)で送られる。非アイソクロナス出力トークンでＵＳＢデータを送信する工程
は、前記ＵＳＢ上流ポートが、出力パケット、および、データ０またはデータ１のパケッ
トを受信し、前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前記データ０またはデータ１のパ
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ケットが利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポートは、前記出力パケットをバッファリ
ングし、前記データ０またはデータ１のパケットが利用可能になった場合には、前記出力
パケット、および、前記データ０またはデータ１のパケットを前記ＵＳＢデバイスに送信
する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートは、前記出力トランザクションに対して、ＮＡＫ応答
パケットを送信し、前記ＵＳＢ下流ポートからの応答が利用可能になるまで、次の出力パ
ケット、および、データ０またはデータ１のパケットを送信しない工程と、前記ＵＳＢデ
バイスが、前記出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットを送信し、前記ＵＳＢ
下流ポートがＮＡＫ応答パケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信した場合、前記ＵＳＢ上
流ポートは、前記次の出力パケット、および、前記データ０またはデータ１のパケットを
前記ＵＳＢ下流ポートに再度送信する工程と、前記ＵＳＢデバイスが、ＡＣＫ応答パケッ
トを送信した場合、前記ＵＳＢ上流ポートが、前記次の出力トランザクションに対してＡ
ＣＫ応答を送信する工程と、を有する。
【００５７】
　本開示において、ＵＳＢデータの転送が、PINGパケットを用いて行われていてもよい。
【００５８】
　ある実施形態では、ＵＳＢホストが、出力トランザクションに対するＮＡＫ応答を取得
した場合、PINGプロトコルが、実行される。この実施形態では、ＵＳＢ上流ポートが、Ｎ
ＡＫ応答で応答し、PINGパケットをＵＳＢ下流ポートに送信しない。ＵＳＢ上流ポートは
、ＵＳＢデバイスからの出力トランザクションの応答が利用可能になるまで、PINGをブロ
ックし、送信ＮＡＫ応答を保持する。
【００５９】
　ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＡＣＫ応答で応答する場合、ＵＳＢ
上流ポートは、次のPINGに対してＡＣＫ応答で応答すると共に、次の出力トランザクショ
ンに対してもＡＣＫ応答で応答する。ＵＳＢデバイスは、もう既に最初の出力トランザク
ションを受け入れているので、この最後の出力トランザクションは、ＵＳＢ下流ポートに
送信されない。
【００６０】
　ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答で応答する場合、ＵＳＢ
上流ポートは、次のPINGをＵＳＢ下流ポートに送信する。
【００６１】
　ＵＳＢデバイスが、PINGに対してＡＣＫ応答で応答して、PINGがＵＳＢ上流モジュール
に到達した場合、ＵＳＢ上流モジュールは、次のPINGに対してＡＣＫ応答で応答すると共
に、次の出力トランザクションに対してもＡＣＫ応答で応答する。最後のトランザクショ
ンは、ＵＳＢデバイスに送られ、ＡＣＫ応答で応答されることが予想される。
【００６２】
　ＵＳＢデバイスは、PINGに対してＮＡＫ応答で応答して、PINGがＵＳＢ上流モジュール
に到達した場合、ＵＳＢ上流モジュールは、次のPINGに対してＡＣＫ応答で応答して、PI
NGが、再度ＵＳＢデバイスに送信される。このステップは、ＵＳＢデバイスがPINGに対し
てＡＣＫ応答で応答するまで、繰り返される。また、ＵＳＢデバイスがＡＣＫ応答で応答
した場合は、その手順は、上述のステップに従う。
【００６３】
　前記ＵＳＢ上流ポートが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答す
るように、構成されており、ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを送信
する工程を、さらに有する。前記ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを
送信する工程は、前記ＵＳＢ上流ポートは、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パ
ケットで応答する工程と、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットで応答し、前記
ＵＳＢ下流ポートにＰＩＮＧパケットを送信する工程と、前記ＵＳＢデバイスの応答が利
用可能になるまで、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＰＩＮＧパケットを送信せずに、ＮＡＫ応
答パケットを送信続ける工程と、前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対して
ＡＣＫ応答パケットで応答した場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、次のＰＩＮＧパケットに
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対してＡＣＫ応答パケットで応答すると共に、次の出力トランザクションに対してＡＣＫ
応答で応答し、最後の出力トランザクションを前記ＵＳＢ下流ポートに送信しない工程と
、前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答して
、ＮＡＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポー
トは、次のＰＩＮＧパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢデバ
イスが、ＰＩＮＧパケットを備えたＮＡＫ応答パケットで応答して、前記ＮＡＫ応答パケ
ットが、ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが、次のＰＩＮＧパ
ケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケ
ットを備えたＡＣＫ応答パケットで応答し、前記ＡＣＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流
ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが、次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣ
Ｋ応答パケットで応答する工程と、前記次の出力トランザクションが、ＡＣＫ応答パケッ
トで応答する工程と、前記出力パケット、および、前記データ０パケットまたは前記デー
タ１パケット、を前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢデバイスに送信する工程
と、を有する。
【００６４】
　他の実施形態では、PINGは、前の出力トランザクションがない場合に、用いられる。こ
の実施形態では、ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答で応答し、PINGをＵＳＢ下流ポートに
送信する。ＵＳＢデバイスからの応答が利用可能になるまで、ＵＳＢ上流ポートは、PING
を受信せず、送信するＮＡＫ応答を保持する。
【００６５】
　ＵＳＢデバイスは、PINGに対してＡＣＫ応答で応答する場合、ＵＳＢ上流ポートは次の
PINGに対してＡＣＫ応答で応答すると共に、次の出力トランザクションに対してＡＣＫ応
答で応答する。この場合、出力トランザクションが、まだＵＳＢデバイスに送信されてい
ないので、最後の出力トランザクションが、最初の手順とは異なり、ＵＳＢ下流ポートに
送信される。
【００６６】
　ＵＳＢデバイスが、PINGに対してＮＡＫ応答で応答して、PINGがＵＳＢ上流ポートに到
達する場合、ＵＳＢ上流ポートは、次のPINGに対してNAKで応答して、PINGをＵＳＢ下流
ポートに送信する。このステップは、ＵＳＢ下流ポートがＵＳＢデバイスからＡＣＫ応答
を取得するまで、繰り返される。ＵＳＢデバイスが、上述したように、ＡＣＫ応答で応答
する場合の動作は、以下のように行われる。
【００６７】
　ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してNYETで応答するとき、DiiVAＵＳＢ
モジュールは、NYETをＡＣＫ応答として見なし、ＵＳＢ上流ポートは常にNYETの代わりに
ＡＣＫ応答を送信する。
【００６８】
　つまり、ＵＳＢPINGパケット（USB PING packet）を用いて、ハイブリッドリンクを通
じてデータを送信する方法は、以下のように行われる。ＵＳＢ上流ポートは、ＮＡＫ応答
パケットで応答して、PINGパケットをＵＳＢ下流ポートに送信し、ＵＳＢ上流ポートは、
ＵＳＢデバイスからの応答が利用可能になるまで、PINGパケットを送信せずに、ＮＡＫ応
答パケットを送り続ける。そして、応答パケットがＵＳＢ上流ポートに送信され、ＵＳＢ
上流ポートが、次のPINGパケットに対して、ＡＣＫ応答パケットで応答すると共に、次の
出力トランザクションに対してＡＣＫ応答で応答し、出力パケット、および、データ０パ
ケット（ＤＡＴＡ０ Packet）またはデータ１パケット（DATA1 Packet）を下流ポートに
送信する。ＵＳＢ上流ポートがPINGパケットを受信する前に、前の出力トランザクション
処理は行われない。
【００６９】
　ある実施形態では、DiiVAネットワークにおけるＵＳＢアドレス管理は、以下のように
行われる。ＵＳＢ上流ポートは、どんなハブ下流ポートにでも取り付けられることができ
る。さまざまなＵＳＢアドレスを備えたパケットは、ＵＳＢ上流ポートに送られることが
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できる。したがって、ＵＳＢ上流ポートは、どのＵＳＢアドレスがＵＳＢ上流ポートに割
り当てられたかを認識しなければならない。また、ＵＳＢ上流ポートは、他のどんなＵＳ
Ｂデバイスに対しても、汎用ＵＳＢパケットに応答するべきではない。
【００７０】
　ＵＳＢリセットが、ＵＳＢ上流ポートで検出された後、ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢア
ドレス０（ＵＳＢ Address 0）を備えた汎用ＵＳＢパケットだけを受け入れる。セットア
ドレス標準ＵＳＢデバイス要求（SET ADDRESS standard ＵＳＢ device request）を監視
し、デコードすることにより、ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢ下流ポートでどのＵＳＢアド
レスがＵＳＢデバイスに割り当てられているかを認識することができる。
【００７１】
　セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求を検出した後、ＵＳＢ上流ポートは、新しく割
り当てられたＵＳＢアドレスを備えた汎用ＵＳＢパケットで応答だけする。ＵＳＢリセッ
トが、ＵＳＢ上流ポートで検出された場合、割り当てられたＵＳＢアドレスをゼロにリセ
ットし、セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求を待つ。セットアドレスデバイス要求を
デコードすることは、特有の実行である。
【００７２】
　つまり、DiiVAネットワークにおけるＵＳＢアドレス管理の方法は、以下のように行わ
れる。ＵＳＢリセットが、ＵＳＢ上流ポートで検出された後、ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳ
Ｂアドレス０を有するパケットのみを受け入れる。そして、ＵＳＢ上流ポートは、セット
アドレス標準ＵＳＢデバイス要求を監視し、デコードすることによって、下流ポートでど
のＵＳＢアドレスがＵＳＢデバイスに割り当てられているかを認識する。セットアドレス
標準ＵＳＢデバイス要求を検出した後、上流ポートは、セットアドレス標準ＵＳＢデバイ
ス要求で割り当てられた新しいＵＳＢアドレスを備えたパケットで応答だけする。ＵＳＢ
リセットは、割り当てられたＵＳＢアドレスをゼロにリセットし、再度、セットアドレス
標準ＵＳＢデバイス要求を待つ。
【００７３】
　ある実施形態では、DiiVAネットワークにおいてキープアライブ転送（Keep-Alive forw
arding）が、次のように行われる。エニュメレーション状態が、LS＿ENUM＿DONEに進むと
、ＵＳＢ上流ポートは、ライン状態の監視を開始する。ライン状態の最初のトグリングが
検出されると、最初のキープアライブシグナル伝達（USB Keep-Alive signaling）として
見なされる。ＵＳＢ上流ポートは、T＿KEEP＿ALIVEに対して、内蔵タイマーを設定する。
その設定された期間が終了すると、キープアライブを再度検出するために、ライン状態の
トグリングの監視を開始する。ある実施形態では、T＿KEEP＿ALIVEは、０．９８ミリ秒（
ｍｓ）に設定されている。キープアライブ信号は、UU＿KEEP＿ALIVEを介してＵＳＢ下流
モジュールに送信される。
【００７４】
　つまり、DiiVAネットワークにおいて、ＵＳＢロースピードキープアライブシグナル伝
達（ＵＳＢ low speed Keep-Alive signaling）を実行する方法は、以下のように行われ
る。ロースピードＵＳＢエニュメレーションが行われた後、ＵＳＢ上流ポートは、ライン
状態の監視を開始する。ライン状態の最初の変化を検出したときが、最初のキープアライ
ブ信号として見なされ、ＵＳＢ上流ポートは、T＿KEEP＿ALIVEに対して内部タイマーを設
定する。その設定された期間が終了すると、ＵＳＢ上流ポートは、キープアライブを検出
するために、ライン状態が再度トグリング状態であるかを監視し、キープアライブイベン
トパケット（Keep Alive event packet）をＵＳＢ下流ポートに送信する。
【００７５】
　本開示において、方法およびシステムは、DiiVA上でＵＳＢおよびマルチメディアデー
タの転送、および、DiiVAのネットワーク管理に関することが記載されている。そこで記
載されている構成要素、ステップ、機能、目的、利益、効果は、単に記載しただけであり
、それらに限定されるものではない。すわなち、本発明は、本発明の骨子を逸脱しない範
囲で種々変形して実施することができる。ある実施形態において、DiiVA上のＵＳＢデー
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タ転送に関するシステムおよび方法が記載されているが、一方でこれら実施形態の中で黙
示される主旨が他の実施形態で用いられても良いことは明白である。また、より少ない、
補助の、および／または異なる構成要素、工程、機能、目的、効果、優位な点を有する実
施形態を含め、多くの他の実施形態が考えられる。構成要素およびステップを相違して配
置したり、並べたりすることも可能である。説明され例示されたものが、構成要素、工程
、機能、目的、効果、優位な点の何れに特化する、または公然と同等にする意図は、まっ
たく無い。
【００７６】
　本開示において、要素の単一の参照は、特別にそのように言及しない限りは、「１つま
たは１つだけ」を意味するものではなく、「１つまたは複数」を意味するものである。本
開示を通して説明した多数の実施形態の要素に等価な、当技術分野の当業者に知られてい
るまたは今後知られるすべての構造および機能が、本明細書に組み込まれる。
　以下、参考形態の例を付記する。
１．
　ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ホストコントローラと、
　少なくとも１つのＵＳＢデバイスと、
　ＵＳＢ上流ポートを通じて前記ＵＳＢホストコントローラに接続される第１デバイスと
、
　ＵＳＢ下流ポートを通じて前記ＵＳＢデバイスに接続される第２デバイスと、
　ハイブリッドリンクを備え、ＵＳＢプロトコルに従って前記第１デバイスと前記第２デ
バイスとの間でデータを転送するように構成されたネットワークと、を有するシステムに
おいて、
　前記ハイブリッドリンクが、前記ＵＳＢ上流ポートと前記ＵＳＢ下流ポートとの間で、
１つ以上のイベントについてパケット化されたライン状態情報を含む少なくとも１つのラ
イン状態情報パケット、および、少なくとも１つのＵＳＢデータパケット、を送信するこ
とによって、前記ＵＳＢプロトコルの内容を送信するように、構成されていることを特徴
とするシステム。
２．
　前記ハイブリッドリンクが、前記ライン状態情報パケットに従って、前記ネットワーク
を通じてＵＳＢエニュメレーションプロトコル、および、ＵＳＢ一時停止／再開プロトコ
ルを実行するように、構成され、
　前記ＵＳＢエニュメレーションプロトコルが、ハイスピードエニュメレーションプロト
コル、フルスピードエニュメレーションプロトコル、および、ロースピードエニュメレー
ションプロトコルの１つを有している
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
３．
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスの少なくとも１つが、DiiVA（ディーバ： Di
gital Interactive Interface For Video And Audio）デバイスであり、
　前記ネットワークが、DiiVAネットワークであり、
　前記ハイブリッドリンクが、データ送信時間を保証せずに、前記DiiVAネットワークを
通じて双方向マルチプロトコルデータを送信するように、構成されたDiiVA双方向リンク
である
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
４．
　前記イベントが、ライン変更イベント、ＵＳＢリセットイベント、３ミリ秒（ｍｓ）ア
イドルイベント、VBus検出イベント、VBus使用可能イベント、ＵＳＢホスト準備中イベン
ト、キープアライブイベント、FSデバイス準備完了ベント、LSデバイス準備完了イベント
、および、デバイス切断イベント、の少なくとも１つで構成されており、
　前記ライン変更イベントが、SEO（シングルエンドゼロ：Single Ended Zero）イベント
、Ｊステート（J State）イベント、および、Ｋステート（K State）イベント、の少なく



(21) JP 5663037 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

とも１つで構成されている
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
５．
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスが、それぞれ、インターフェースを通じて論
理モジュールに接続されるＵＳＢ PHY (物理層)と、双方向接続を備えマルチプロトコル
データを運んで共有するために構成された送受信機と、を有している
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
６．
　前記インターフェースが、UTMI（ＵＳＢ 2.0. Transceiver Macrocell Interface）お
よびULPI（UTMI+ Low Pin Interface）の１つで構成されている
ことを特徴とする５．に記載のシステム。
７．
　前記ＵＳＢ上流ポートおよび前記ＵＳＢ下流ポートは、それぞれ、前記ライン状態情報
のすべてをパケット化して送信するように構成された送信ＵＳＢポート、および、前記イ
ンターフェースを設定して、前記送信ＵＳＢポートの前記ライン状態の動作をエニュメレ
ートするように構成された受信ＵＳＢポート、のうちの１つである
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
８．
　前記第１デバイスおよび前記第２デバイスの少なくとも１つが、複数のＵＳＢポートを
有する
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
９．
　前記ＵＳＢホストコントローラが、さらに、前記ネットワークを通じて、ＵＳＢフロー
コントロールプロトコル、ＵＳＢ PINGプロトコル、ＵＳＢアドレス管理、および、ＵＳ
Ｂロースピードキープアライブシグナル伝達（ＵＳＢ low speed Keep-Alive signaling
）、の少なくとも１つを行うように、構成されている
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
１０．
　前記ネットワークが、双方向リンクおよび一方向リンクの両方を備えたケーブル、を有
している
ことを特徴とする１．に記載のシステム。
１１．
　第１デバイスを第２デバイスに接続するネットワークを通じてＵＳＢデータと通信する
方法において、
　前記ネットワークにおける双方向ハイブリッドリンクを通じて、前記第１デバイスをＵ
ＳＢホストコントローラに接続するＵＳＢ上流ポートと前記第２デバイスをＵＳＢデバイ
スに接続するＵＳＢ下流ポートとの間で、少なくとも１つのライン状態情報パケットと通
信する工程と、
　前記双方向ハイブリッドリンクを通じて、前記ＵＳＢ上流ポートと前記ＵＳＢ下流ポー
トとの間で少なくとも１つのＵＳＢデータパケットと通信する工程と、
　前記ライン状態情報パケットを用いて、ＵＳＢエニュメレーションおよびＵＳＢ一時停
止／再開操作を行う工程と、を有し、
　前記ライン状態情報パケットが、１つ以上のイベントに関する情報をパケット化する
ことを特徴とする、第１デバイスを第２デバイスに接続するネットワークを通じてＵＳＢ
データと通信する方法。
１２．
　前記１つ以上のイベントが、ライン変更イベント、ＵＳＢリセットイベント、３ミリ秒
（ｍｓ）アイドルイベント、VBus検出イベント、VBus使用可能イベント、ＵＳＢホスト準
備中イベント、キープアライブイベント、FSデバイス準備完了イベント、LSデバイス準備
完了イベント、および、デバイス切断イベント、の少なくとも１つで構成されており、
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　前記ライン変更イベントが、SEO（シングルエンドゼロ：Single Ended Zero）イベント
、Ｊステート（J State）イベント、および、Ｋステート（K State）イベント、の少なく
とも１つで構成されている
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１３．
　前記ネットワークが、DiiVA（ディーバ：Digital Interactive Interface For Video A
nd Audio）ネットワークであり、
　前記双方向ハイブリッドリンクが、データ送信時間を保証することなく、前記DiiVAネ
ットワークを通じて双方向マルチプロトコルデータを送信するように、構成されている
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１４．
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、ハイスピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記ハイスピードエニュメレーションを実行する方法は、
　ハイスピードＵＳＢデバイスが、前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けられた後、FSデバイ
ス準備完了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートが、VBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ
下流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信して、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｊステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベント
パケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでＪステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベントパ
ケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでK チャープ（K Chirp）を検出すると、Kステートイベントパケ
ット（K State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでSEO Stateを検出すると、SEO Stateイベントパケットを前記Ｕ
ＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートでトグリングK-Jチャープ（toggling K-J Chirps）を検出すると
、前記Kステートイベントパケットおよび前記Ｊステートイベントパケットを前記ＵＳＢ
上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、ハイスピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１５．
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、フルスピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記フルスピードエニュメレーションを実行する方法は、
　フルスピードＵＳＢデバイスを前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けて、FSデバイス準備完
了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートがVBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ下
流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信して、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｊステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベント
パケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
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　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートでＪステート（J State）を検出すると、Ｊステートイベントパ
ケット（J State event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、フルスピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１６．
　前記ＵＳＢエニュメレーションが、ロースピードエニュメレーションで構成されており
、
　前記ロースピードエニュメレーションを実行する方法は、
　ロースピードＵＳＢデバイスを前記ＵＳＢ下流ポートに取り付けて、LSデバイス準備完
了イベントパケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストコントローラを取り付けて、VBusがアサートされた時、前記ＵＳＢ上
流ポートがVBus検出イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢ下
流ポートでアサートを停止する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、VBus使用可能イベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送
信し、前記ＵＳＢ下流ポートが、VBusをアサートする工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、Ｋステート（K State）を検出すると、Kステートイベントパ
ケット（K State event packet）を前記ＵＳＢ上流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、前記ＵＳＢホストコントローラからＵＳＢリセットを検出す
ると、ＵＳＢリセットイベントパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートがＫステート（K State）を検出すると、前記Kステートイベント
パケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢホストからSOFパケットを検出すると、ロースピードエニュメレーションを
終了する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１７．
　一時停止および再開を行う工程をさらに有し、
　前記一時停止および再開を実行する方法は、
　３ミリ秒アイドルステート（3 ms Idle State）を検出すると、３ミリ秒アイドルイベ
ントパケット(3 ms Idle event packet)を生成し、前記３ミリ秒アイドルイベントパケッ
トを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前のスピードが、ハイスピードＵＳＢだった場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、ＵＳＢ仕
様書およびUTMI仕様書に従って、３ミリ秒アイドルが一時停止状態、または、ＵＳＢリセ
ット状態かをチェックする工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、Ｋステート（K State）を検出した場合、前記ＵＳＢ上流ポ
ートは、Kステートイベントパケット（K State event packet）生成して、再開状態に進
む工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１８．
　非アイソクロナス入力トークン（non-isochronous IN token）で前記ハイブリッドリン
クを通じて前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記非アイソクロナス入力トークンで前記ハイブリッドリンクを通じて前記ＵＳＢデー
タを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、入力パケットを受信し、前記入力パケットを前記ＵＳＢ下流
ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ下流ポートが、前記入力パケットを送信し、前記ＵＳＢデバイスからデータ
パケットまたは応答確認パケットを受信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットを送信し、前記ＵＳＢデバイスからの応
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答が利用可能になるまで、ＮＡＫ応答パケットを備えた次の入力パケットをブロックする
工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、前記入力パケットに対してＮＡＫ応答パケットを送信して、前
記ＮＡＫ応答が、前記ＵＳＢ下流ポートから前記ＵＳＢ上流ポートに到達した場合、前記
ＵＳＢ上流ポートは、前記次の入力パケットのブロックを解除し、前記次の入力パケット
を前記下流ポートに送信し、再度、前記入力パケットをＵＳＢデバイスに送信する工程と
、
　前記ＵＳＢデバイスが、データ０またはデータ１のパケットを送信して、前記データ０
またはデータ１のパケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに到達した場合、前記ＵＳＢ下流ポ
ートはＡＣＫ応答パケットで応答し、前記データ０またはデータ１のパケットを前記上流
ポートに送信する工程と、
　前記上流ポートが、次の利用可能な前記入力パケットに対して、前記データ０またはデ
ータ１のパケットを送信する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
１９．
　非アイソクロナス出力トークン(non-isochronous OUT token)で前記ＵＳＢデータを送
信する工程をさらに有し、
　前記非アイソクロナス出力トークン(non-isochronous OUT token)で前記ＵＳＢデータ
を送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、出力パケット、および、データ０またはデータ１のパケット
を受信し、前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記データ０またはデータ１のパケットが利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポート
は、前記出力パケットをバッファリングし、前記データ０またはデータ１のパケットが利
用可能になった場合には、前記出力パケット、および、前記データ０またはデータ１のパ
ケットを前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートは、前記出力トランザクションに対して、ＮＡＫ応答パケットを
送信し、前記ＵＳＢ下流ポートからの応答が利用可能になるまで、次の出力パケット、お
よび、データ０またはデータ１のパケットを送信しない工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、前記出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットを送信
し、前記ＵＳＢ下流ポートがＮＡＫ応答パケットを前記ＵＳＢ上流ポートに送信した場合
、前記ＵＳＢ上流ポートは、前記次の出力パケット、および、前記データ０またはデータ
１のパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに再度送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＡＣＫ応答パケットを送信した場合、前記ＵＳＢ上流ポートが
、前記次の出力トランザクションに対してＡＣＫ応答を送信する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２０．
　前記ＵＳＢデバイスは、アイソクロナスＵＳＢデバイスで構成され、
　アイソクロナス入力トークンで前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記アイソクロナス入力トークンで前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
　前記データパケットが、ゼロデータを使用して、状態の数が接続待ち時間に依存する入
力データをパイプライン処理する工程と、
　第１アイソクロナス入力パケットまたは第１マルチプルアイソクロナス入力パケットに
対して、前記ＵＳＢ上流ポートは、１つ以上のゼロデータパケットで応答する工程と、
　前記第１アイソクロナス入力パケットまたは前記第１マルチプルアイソクロナス入力パ
ケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記アイソクロナスＵＳＢデバイスからデー
タ０パケット、データ１パケット、または、データ２パケットを受信する工程と、
　アイソクロナス入力パケットで応答するために、前記データ０パケット、前記データ１
パケット、または、前記データ２パケットをパイプライン処理する工程と、
　前記ＵＳＢホストが、前記アイソクロナス入力パケットを送信することを停止した場合
、最後の残っているデータを破棄する工程と、
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　前記ＵＳＢ上流ポートが、データパケットストリームからＵＳＢディスクリプタを監視
してデコードすることにより、どのエンドポイントおよびどのアドレスが、アイソクロナ
スエンドポイントで用いられているかを見つけ出す工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２１．
　アイソクロナス出力トークンで前記ハイブリッドリンクを通じてＵＳＢデータを送信す
る工程を、さらに有し、
　前記アイソクロナス出力トークンで前記ハイブリッドリンクを通じてＵＳＢデータを送
信する工程は、
　前記ＵＳＢ下流ポートにアイソクロナス出力トランザクションを送信すると共に、前記
ＵＳＢ上流ポートはＵＳＢプロトコルに従って送らない工程と、
　データ０パケット、データ１パケット、データ２パケット、または、Ｍデータパケット
が利用可能になるまで、前記ＵＳＢ下流ポートが出力パケットをバッファリングする工程
と、
　前記データ０パケット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記
Ｍデータパケットが利用可能なった場合、前記出力パケット、および、前記データ０パケ
ット、前記データ１パケット、前記データ２パケット、または、前記Ｍデータパケット、
を前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、データパケットストリームからＵＳＢディスクリプタを監視
してデコードすることにより、どのエンドポイントおよびどのアドレスが、アイソクロナ
スエンドポイントで用いられているかを見つけ出す工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２２．
　前記ＵＳＢ上流ポートが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答す
るように、構成されており、
　ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを送信する工程を、さらに有し、
　前記ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを用いて前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートは、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答す
る工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットで応答し、前記ＵＳＢ下流ポートにＰＩ
ＮＧパケットを送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスの応答が利用可能になるまで、前記ＵＳＢ上流ポートが、ＰＩＮＧ
パケットを送信せずに、ＮＡＫ応答パケットを送信続ける工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＡＣＫ応答パケットで応答した
場合、前記ＵＳＢ上流ポートは、次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応
答すると共に、次の出力トランザクションに対してＡＣＫ応答で応答し、最後の出力トラ
ンザクションを前記ＵＳＢ下流ポートに送信しない工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、出力トランザクションに対してＮＡＫ応答パケットで応答して
、ＮＡＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポー
トは、次のＰＩＮＧパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットを備えたＮＡＫ応答パケットで応答して、前
記ＮＡＫ応答パケットが、ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが
、次のＰＩＮＧパケットを前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットを備えたＡＣＫ応答パケットで応答し、前記
ＡＣＫ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポート
が、次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答する工程と、
　前記次の出力トランザクションが、ＡＣＫ応答パケットで応答する工程と、
　前記出力パケット、および、前記データ０パケットまたは前記データ１パケット、を前
記ＵＳＢ下流ポートに送信して、前記ＵＳＢデバイスに送信する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
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２３．
　以前の出力トランザクションが前記ＵＳＢ上流ポートの前にない場合、ＵＳＢ ＰＩＮ
Ｇパケットを使用して、前記ＵＳＢデータを送信する工程をさらに有し、
　前記ＵＳＢ ＰＩＮＧパケットを使用して、前記ＵＳＢデータを送信する工程は、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、ＮＡＫ応答パケットで応答し、ＰＩＮＧパケットを前記ＵＳ
Ｂ下流ポートに送信する工程と、
　前記ＵＳＢデバイスからの応答が利用可能になるまで、前記上流ＵＢＳポートが、ＰＩ
ＮＧパケットを送信せずに、ＮＡＫ応答パケットを送り続ける工程と、
　前記ＵＳＢデバイスが、ＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答し、ＡＣ
Ｋ応答パケットが、前記ＵＳＢ上流ポートに送信される場合、前記ＵＳＢ上流ポートが、
次のＰＩＮＧパケットに対してＡＣＫ応答パケットで応答すると共に、次の出力トランザ
クションに対してＡＣＫ応答で応答する工程と、
　前記出力パケット、および、前記データ０パケットまたは前記データ１パケット、を前
記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２４．
　前記ネットワークでＵＳＢアドレス管理を行う工程をさらに有し、
　前記ネットワークでＵＳＢアドレス管理を行う工程は、
　ＵＳＢリセットが、前記ＵＳＢ上流ポートで検出された後、前記ＵＳＢ上流ポートは、
ＵＳＢアドレスを備えたパケットだけを受け入れる工程と、
　セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求（SET ADDRESS standard ＵＳＢ device reque
st）を監視しデコードすることにより、前記ＵＳＢ上流ポートが、どのＵＳＢアドレスが
、前記ＵＳＢ下流ポートで前記ＵＳＢデバイスに割り当てられているのかを認識する工程
と、
　前記セットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求を検出した後、前記上流ポートは、前記セ
ットアドレス標準ＵＳＢデバイス要求で割り当てられた新しいＵＳＢアドレスを備えたパ
ケットで応答だけする工程と、
　前記ＵＳＢリセットが割り当てられたＵＳＢアドレスをゼロにリセットし、前記セット
アドレス標準ＵＳＢデバイス要求を再度待つ工程と、を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２５．
　前記ネットワークでＵＳＢキープアライブシグナル伝達（USB Keep-Alive signaling）
を行う工程さらに有し、
　前記ネットワークでＵＳＢキープアライブシグナル伝達を行う工程は、
　ロースピードＵＳＢエニュメレーションが終了した後、前記上流ＵＢＳポートが、ライ
ン状態を監視することを開始する工程と、
　前記ライン状態の最初の変化が、検出されると、最初のキープアライブシグナル伝達で
あると見なす工程と、
　前記ＵＳＢ上流ポートが、T＿KEEP＿ALIVEに対して内蔵タイマーを設定して、前記設定
した期間が終了すると、前記ＵＳＢ上流ポートが、ライン状態が再度トグリング状態であ
るかどうかを監視し、キープアライブ（Keep-Alive）を検出すると、キープアライブイベ
ントパケット（Keep Alive event packet）を前記ＵＳＢ下流ポートに送信する工程と、
を有する
ことを特徴とする１１．に記載の方法。
２６．
　前記T＿KEEP＿ALIVEが、約０．９５ミリ秒～約０．９９ミリ秒の間で設定される
ことを特徴とする２５．に記載の方法。
【符号の説明】
【００７７】
　　１１０、２１０　DiiVAネットワーク
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　　１２０、２２０　ＵＳＢホスト
　　１３０、２３０　ＵＳＢデバイス
　　２０５　DiiVAデバイスＡ
　　２０６　DiiVAデバイスＢ
　　２２５、５１６、６２５　ＵＳＢ上流ポート
　　２２６、５１５、６２６　ＵＳＢ下流ポート
　　２３２　ＵＳＢ物理層（ＵＳＢ　ＰＨＹ）
　　２３４　ＵＳＢ上流モジュール
　　２４０　DiiVAハイブリッドリンク

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４Ａ】 【図４Ｂ】

【図５】 【図６】
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